
JP 4897810 B2 2012.3.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャネル推定装置であって、
　パイロット・シンボルを使用して第1チャネル推定値を得るための手段と、
　該第１チャネル推定値を使用して第１パケットを復元するための手段と、
　該第１パケットに対するデータ・シンボルを再生成するための手段と、
　第２チャネル推定値を得るための手段と、
　第３チャネル推定値を求めるための手段と、
　該第３チャネル推定値を使用して第２パケットを復元するための手段と、
　該第１チャネル推定値の品質を決定するための手段と、および
　該第２チャネル推定値の品質を決定するための手段と
を具備し、
　　　該第１チャネル推定値を得るための該手段は、第１チャネル推定フィルタを使用し
て該第１チャネル推定値を得るように構成され、
　　　該第２チャネル推定値を得るための該手段は、第２チャネル推定フィルタを使用し
ておよび該再生成されたデータ・シンボルを使用して該第２チャネル推定値を得るように
構成され、および
　　　求めるための該手段は、該第１チャネル推定値および該第２チャネル推定値を使用
して該第３チャネル推定値を求めるように構成される、装置。
【請求項２】
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　該第３チャネル推定値を求めるための該手段は、両方のチャネル推定値の該品質が同程
度である場合に該第１チャネル推定値と該第２チャネル推定値とを結合するための手段を
具備する、請求項１に記載のチャネル推定装置。
【請求項３】
　重み付けされた第１チャネル推定値を求めるために該第１チャネル推定値の該品質によ
り決定される第１重みを用いて該第１チャネル推定値を重み付けするための手段と、およ
び
　重み付けされた第２チャネル推定値を求めるために該第２チャネル推定値の該品質によ
り決定される第２重みを用いて該第２チャネル推定値を重み付けするための手段と
をさらに具備し、
　結合するための該手段は、該重み付けされた第１チャネル推定値と該重み付けされた第
２チャネル推定値とを結合するために編成される、請求項２に記載のチャネル推定装置。
【請求項４】
　該第３チャネル推定値を求めるための該手段は、該第２チャネル推定値の該品質が該第
１チャネル推定値の該品質より高い場合に該第２チャネル推定値を選択するための手段を
具備する、請求項１に記載のチャネル推定装置。
【請求項５】
　品質は、トラヒック対パイロット比である、請求項１に記載のチャネル推定装置。
【請求項６】
　無線通信システムにおいてチャネル推定値を得るための方法であって、
　パイロット・シンボルを使用して第１チャネル推定値を得ることと、
　該第１チャネル推定値を使用して第１パケットを復元することと、
　該第１パケットに対するデータ・シンボルを再生成することと、
　第２チャネル推定値を得ることと、
　第３チャネル推定値を求めることと、
　該第３チャネル推定値を使用して第２パケットを復元することと、
　該第１チャネル推定値の品質を決定することと、および
　該第２チャネル推定値の品質を決定することと
を具備し、
　　　該第１チャネル推定値を得ることは、第１チャネル推定フィルタを使用して実行さ
れ、
　　　該第２チャネル推定値を得ることは、第２チャネル推定フィルタを使用しておよび
該再生成されたデータ・シンボルを使用して実行され、および
　　　該第３チャネル推定値を求めることは、該第１チャネル推定値および該第２チャネ
ル推定値を使用して実行される、方法。
【請求項７】
　該第３チャネル推定値を求めることは、両方のチャネル推定値の該品質が同程度である
場合に該第１チャネル推定値と該第２チャネル推定値とを結合することを具備する、請求
項６に記載の方法。
【請求項８】
　該第３チャネル推定値を求めることは、
　重み付けされた第１チャネル推定値を求めるために該第１チャネル推定値の該品質によ
り決定される第１重みを用いて該第１チャネル推定値を重み付けすることと、および
　重み付けされた第２チャネル推定値を求めるために該第２チャネル推定値の該品質によ
り決定される第２重みを用いて該第２チャネル推定値を重み付けすることと
を具備し、
　該結合することは、該第３チャネル推定値を求めるために、該重み付けされた第１チャ
ネル推定値と該重み付けされた第２チャネル推定値とを結合する役割を果たす、請求項７
に記載の方法。
【請求項９】
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　該第３チャネル推定値を求めることは、該第２チャネル推定値の該品質が該第１チャネ
ル推定値の該品質より高い場合に該第２チャネル推定値を選択することを具備する、請求
項６に記載の方法。
【請求項１０】
　該チャネル推定値の品質を決定することは、トラヒック対パイロット比に基づく、請求
項６に記載の方法。
【請求項１１】
　チャネル推定装置であって、
　プロセッサと、
　該プロセッサと電子通信するメモリと、
　該メモリに記録された命令であって、無線通信システムにおいてチャネル推定値を得る
ための方法を該プロセッサに行わせることにより実行可能である該命令は、
　　　パイロット・シンボルを使用して第1チャネル推定値を得ることと、
　　　該第１チャネル推定値を使用して第１パケットを復元することと、
　　　該第１パケットに対するデータ・シンボルを再生成することと、
　　　第２チャネル推定値を得ることと、
　　　第３チャネル推定値を求めることと、
　　　該第３チャネル推定値を使用して第２パケットを復元することと、
　　　該第１チャネル推定値の品質を決定することと、および
　　　該第２チャネル推定値の品質を決定することと
を具備し、
　　　　　該第１チャネル推定値を得ることは、第１チャネル推定フィルタを使用して実
行され、
　　　　　該第２チャネル推定値を得ることは、第２チャネル推定フィルタを使用してお
よび該再生成されたデータ・シンボルを使用して実行され、および
　　　　　該第３チャネル推定値を求めることは、該第１チャネル推定値および該第２チ
ャネル推定値を使用して実行される、装置。
【請求項１２】
　該第３チャネル推定値を求めることは、両方のチャネル推定値の該品質が同程度である
場合に該第１チャネル推定値と該第２チャネル推定値とを結合することを具備する、請求
項１１に記載のチャネル推定装置。
【請求項１３】
　該第３チャネル推定値を求めることは、
　重み付けされた第１チャネル推定値を提供するために該第１チャネル推定値の該品質に
より決定される第１重みを用いて該第１チャネル推定値を重み付けすることと、および
　重み付けされた第２チャネル推定値を提供するために該第２チャネル推定値の該品質に
より決定される第２重みを用いて該第２チャネル推定値を重み付けすることと
を具備し、
　該結合することは、該第３チャネル推定値を求めるために、該重み付けされた第１チャ
ネル推定値と該重み付けされた第２チャネル推定値とを結合する役割を果たす、請求項１
２に記載のチャネル推定装置。
【請求項１４】
　該第３チャネル推定値を求めることは、該第２チャネル推定値の該品質が該第１チャネ
ル推定値の該品質より高い場合に該第２チャネル推定値を選択することを具備する、請求
項１１に記載のチャネル推定装置。
【請求項１５】
　該チャネル推定値の該品質を決定することは、トラヒック対パイロット比に基づく、請
求項１１に記載のチャネル推定装置。
【請求項１６】
　計算デバイスにより行われる場合に無線通信システムにおいてチャネル推定値を得るた
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めの方法を実行する命令を具備するコンピュータ可読媒体であって、
　パイロット・シンボルを使用して第１チャネル推定値を得ることと、
　該第１チャネル推定値を使用して第１パケットを復元することと、
　該第１パケットに対するデータ・シンボルを再生成することと、
　第２チャネル推定値を得ることと、
　第３チャネル推定値を求めることと、
　該第３チャネル推定値を使用して第２パケットを復元することと、
　該第１チャネル推定値の品質を決定することと、および
　該第２チャネル推定値の品質を決定することと
を具備し、
　　　該第１チャネル推定値を得ることは、第１チャネル推定フィルタを使用して実行さ
れ、
　　　該第２チャネル推定値を得ることは、第２チャネル推定フィルタを使用しておよび
該再生成されたデータ・シンボルを使用して実行され、および
　　　該第３チャネル推定値を求めることは、該第１チャネル推定値および該第２チャネ
ル推定値を使用して実行される、コンピュータ可読媒体。
【請求項１７】
　該第３チャネル推定値を求めることは、両方のチャネル推定値の該品質が同程度である
場合に該第１チャネル推定値と該第２チャネル推定値とを結合することを具備する、請求
項１６に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１８】
　該第３チャネル推定値を求めることは、
　重み付けされた第１チャネル推定値を提供するために該第１チャネル推定値の該品質に
より決定される第１重みを用いて該第１チャネル推定値を重み付けすることと、および
　重み付けされた第２チャネル推定値を提供するために該第２チャネル推定値の該品質に
より決定される第２重みを用いて該第２チャネル推定値を重み付けすることと
を具備し、
　該結合することは、該第３チャネル推定値を求めるために、該重み付けされた第１チャ
ネル推定値と該重み付けされた第２チャネル推定値とを結合する役割を果たす、請求項１
７に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１９】
　該第３チャネル推定値を求めることは、該第２チャネル推定値の該品質が該第１チャネ
ル推定値の該品質より高い場合に該第２チャネル推定値を選択することを具備する、請求
項１６に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２０】
　該チャネル推定値の該品質を決定することは、トラヒック対パイロット比に基づく、請
求項１６に記載のコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連文献】
【０００１】
［３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９に基づく優先権の主張］
　本特許出願は、２００５年８月１２日に提出され、本出願の譲受人に譲渡され、そして
、本出願における参照としてここに明確に組み込まれた、“最新の受信機のためのＳＮＲ
敏感なチャネル推定”と題する米国特許仮出願番号第６０／７０７，６７３号に優先権を
主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、一般に通信に係わり、より詳しくはチャネル推定を実行するための技術に関
する。
【背景技術】
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【０００３】
　無線通信システムでは、送信機は、一般的にはトラヒック・データを処理して（例えば
、符号化し及び変調して）データ・シンボルを生成する。コヒーレントな（coherent）シ
ステムでは、送信機は、パイロット・シンボルをデータ・シンボルと多重化し、該多重化
されたデータ及びパイロット・シンボルを処理して変調された信号を生成し、そして無線
チャネルを介して該変調信号を送信する。無線チャネルは、送信される信号をチャネル応
答のために歪め、そして雑音と干渉のために該信号を更に劣化させる。
【０００４】
　受信機は、送信信号を受信し、そして受信された信号を処理して入力サンプルを求める
。コヒーレントなデータ検出のために、受信機は、受信されたパイロット・シンボルに基
づいて無線チャネルの応答を推定しそしてチャネル推定値を得る。受信機は、次に該チャ
ネル推定値を用いて入力サンプルについてデータ検出を実行し、送信機によって送られた
データ・シンボルの推定値である検出されたシンボルを求める。受信機は、次に該検出シ
ンボルを処理して（例えば、復調し及び復号して）復号されたデータを求める。
【０００５】
　チャネル推定値の品質は、データ検出性能に大きな影響を有する可能性があり、そして
、復号データの信頼性と同様に検出シンボルの品質に影響する可能性がある。従って、当
業界では無線通信のために高品質チャネル推定値を得るための技術に対する必要性がある
。
【発明の開示】
【サマリー】
【０００６】
　種々の異なるチャネル推定フィルタを用いてチャネル推定値を得るための技術が本明細
書で説明される。例示的な実施形態によれば、少なくとも１つのプロセッサとメモリとを
含む装置が説明される。該（複数の）プロセッサは、復元されるべき信号に対するフィル
タ選定基準を決定し、該フィルタ選定基準に基づいてチャネル推定フィルタを選択し、そ
して該選択されたチャネル推定フィルタを用いてチャネル推定値を得る。
【０００７】
　別の例示的な実施形態によれば、少なくとも１つのプロセッサとメモリとを含む装置が
説明される。該（複数の）プロセッサは、パイロット・シンボルに基づきそして第１チャ
ネル推定フィルタを用いて第１チャネル推定値を得る。該（複数の）プロセッサは、第１
チャネル推定値を用いて第１パケットを復元し、そして該第１パケットに対するデータ・
シンボルを再生成する。該（複数の）プロセッサは、該データ・シンボルに基づきそして
第２チャネル推定フィルタを用いて第２チャネル推定値を得る、そして該第１チャネル推
定値及び第２チャネル推定値に基づいて第３チャネル推定値を求める。
【０００８】
　 更に別の例示的な実施形態によれば、少なくとも１つのプロセッサとメモリとを含む
装置が説明される。該（複数の）プロセッサは、第１フィルタ応答を有する第１チャネル
推定フィルタを用いて第１チャネル推定値を得、該第１チャネル推定値を用いて第１信号
を復元し、そして、第１信号起因の干渉を推定しそして除去する。該（複数の）プロセッ
サは、第１フィルタ応答とは異なる第２フィルタ応答を有する第２チャネル推定フィルタ
を用いて第２チャネル推定値を得る。
【０００９】
　本発明の種々の態様と例示的な実施形態が、下記に更に詳細に説明される。
【詳細な説明】
【００１０】
　 “例示的な（exemplary）”という用語は、本明細書中では“例、例証、又は実例とし
て働く”ということを意味するために使用される。本明細書中で“例示的な”と記載され
る何れの例示的な実施形態も、他の例示的な実施形態に対して優位である又は有利である
と解釈される必要はない。



(6) JP 4897810 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

【００１１】
　図１は、無線通信システム１００を示す。簡明を期するため、図１は、１つの基地局１
１０と３つの端末１２０のみを示す。基地局は、一般に複数の端末と通信する固定局であ
って、ノードＢ、アクセス・ポイント、基地トランシーバ局（base transceiver station
）（ＢＴＳ）、或いは何か他の用語で呼ばれることもある。基地局は、下り回線と上り回
線上で１又は複数の端末と通信することが出来る。下り回線（即ち、順方向リンク）は、
基地局から端末への通信回線のことを指し、上り回線（即ち、逆方向リンク）は、端末か
ら基地局への通信回線のことを指す。
【００１２】
　端末は、固定局又は移動体であることが出来て、利用者装置（user equipment）（ＵＥ
）、移動局、利用者端末、加入者ユニット、或いは何か他の用語で呼ばれることもある。
端末は、セルラ電話、個人ディジタル補助装置（personal digital assistant）（ＰＤＡ
）、無線デバイス、無線モデム・カード、ハンドヘルド・デバイス、或いは何か他のデバ
イス又は装置であることが出来る。下記の説明では、用語“端末”と“利用者”が互換的
に使用される。
【００１３】
　下り回線上では、基地局１１０は、１又は複数の下り回線信号を端末１２０に送信でき
る。それぞれの下り回線信号は、１又は複数の信号伝搬路を介してそれぞれの端末１２０
に到達出来て、該伝搬路は、直通伝搬路及び／又は反射された伝搬路を含むことが出来る
。反射伝搬路は、無線環境における障害物（例えば、建物，木、車両及びその他の構造物
）起因の無線通信波の反射によって作られる。それぞれの端末１２０は、それぞれの下り
回線信号の複数のインスタンス又はコピーを受信できる。それぞれの受信信号インスタン
スは、異なる信号伝搬路を介して得られ、そして該信号伝搬路によって決められる特有の
複素利得と特有の時間遅れを有する。それぞれの端末１２０における受信信号は、基地局
１１０に対する全ての受信信号インスタンスの重ね合わせである。
【００１４】
　上り回線上では、各端末１２０は、１又は複数の上り回線信号を基地局１１０に送信で
きる。それぞれの上り回線信号は、１又は複数の信号伝搬路を介して基地局１１０に到達
することが出来る。基地局１１０での受信信号は、該上り回線上で送信する全ての端末に
対する全ての受信信号インスタンスの重ね合わせである。
【００１５】
　本明細書で説明されるチャネル推定技術は、種々の通信システムに対して使用されるこ
とが出来て、そのような通信システムは、例えば、符号分割多元接続（Code Division Mu
ltiple Access）（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（Time Division Multiple Acce
ss）（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（Frequency Division Multiple Access
）（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元接続（Orthogonal FDMA）（ＯＦＤＭＡ）
、単一キャリア（Single-Carrier）ＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、等々である。
ＣＤＭＡシステムは、例えばｃｄｍａ２０００、ユニバーサル地上波無線通信接続（Univ
ersal Terrestrial Radio Access）（ＵＴＲＡ）周波数分割二重通信（Frequency Divisi
on Duplexing）（ＦＤＤ）、或いはＵＴＲＡ時間分割二重通信（Time Division Duplexin
g）（ＴＤＤ）のような、無線技術を実行することが出来る。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ
－２０００、ＩＳ－９５、及び、ＩＳ－８５６、を包含する。ＵＴＲＡ　ＦＤＤは、広帯
域ＣＤＭＡ（Wideband-CDMA）（Ｗ－ＣＤＭＡ）とも呼ばれる。ＴＤＭＡシステムは、移
動体通信のためのグローバル・システム（Global system for Mobile communications）
（ＧＳＭ）のような無線通信技術を実装することが出来る。これ等の多様な無線通信技術
及び標準は公知である。ＵＴＲＡ　ＦＤＤ、ＵＴＲＡ　ＴＤＤ及びＧＳＭは、“第３世代
パートナーシップ・プロジェクト”（“3rd Generation Partnership Project”）（３Ｇ
ＰＰ）と呼ばれる組織からの資料に説明されている。ｃｄｍａ２０００は、 “第３世代
パートナーシップ・プロジェクト２”（“3rd Generation Partnership Project 2”）（
３ＧＰＰ２）と呼ばれる組織からの資料に説明されている。３ＧＰＰと３ＧＰＰ２の資料
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は、公に入手可能である。
【００１６】
　チャネル推定技術は、下り回線伝送及び上り回線伝送に対して使用されることが出来て
、基地局において同様に端末においても実行されることが出来る。簡明を期するため、下
記ではＷ－ＣＤＭＡにおける上り回線伝送に対して説明される。
【００１７】
　図２は、Ｗ－ＣＤＭＡにおけるフレーム・フォーマットを示す。伝送のための時間配列
表は、複数の無線通信フレームに分割される。それぞれの無線通信フレームは、１０ｍｓ
の持続時間を有して、１２ビットのシステム・フレーム番号（system frame number）（
ＳＦＮ）によって識別される。それぞれの無線通信フレームは、更に１５スロットに分割
され、該スロットは、スロット０～スロット１４とラベル付けされる。各スロットは、持
続時間０．６６７ｍｓを有し３．８４Ｍｃｐｓの速度では２５６０チップを含む。各無線
通信フレームは、しかも５個のサブフレームに分割される。各サブフレームは、２ｍｓの
持続時間を有して３スロットを含む。
【００１８】
　図２は、しかもトラヒック及び他のデータを上り回線で送るために端末によって使用さ
れる上り回線専用物理チャネル（dedicated physical channel）（ＤＰＣＨ）に対するス
ロット・フォーマットも示す。上り回線ＤＰＣＨは、トラヒック・データを搬送する専用
物理データ・チャネル（dedicated physical data channel）（ＤＰＤＣＨ）及びパイロ
ットと制御データを搬送する専用物理制御チャネル（dedicated physical control chann
el）（ＤＰＣＣＨ）を含む。端末に対する無線リンクは、０個、１個又は複数個のＤＰＤ
ＣＨ及び唯１個のＤＰＣＣＨを含むことが出来る。
【００１９】
　ＤＰＣＣＨのそれぞれのスロットは、パイロット・フィールド、転送フォーマット組合
せインジケータ（transport format combination indicator）（ＴＦＣＩ）フィールド、
フィードバック情報（feedback information）（ＦＢＩ）フィールド、及び送信出力制御
（transmit power control）（ＴＰＣ）フィールドを含む。パイロット・フィールドは、
パイロット・シンボルを搬送する。ＴＦＣＩフィールドは、トラヒック・データを復元す
るために使用されるフォーマット情報を搬送する。ＦＢＩフィールドは、端末から基地局
への例えば送信ダイバシチのためのフィードバックを搬送する。ＴＰＣフィールドは、出
力制御情報を搬送して基地局に対して該端末への下り回線伝送のための送信出力を調整す
ることを指示する。それぞれのフィールドにおけるビット数は、０以上であって、利用の
ために選択されるスロット・フォーマットにより決定される。
【００２０】
　図２は、又トラヒック・データを搬送するＥ－ＤＣＨ　ＤＰＤＣＨ（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）
と制御データを搬送するＥ－ＤＣＨ　ＤＰＣＣＨ（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）に対するスロット・
フォーマットも示す。端末に対する無線リンクは、０個、１個又は複数個のＥ－ＤＰＤＣ
Ｈ及び多くとも１個のＥ－ＤＰＣＣＨを含むことが出来る。
【００２１】
　図３は、基地局１１０と端末１２０のブロック図を示し、該端末は、図１における複数
の端末の１つである。端末１２０では、送信（transmit）（ＴＸ）データ・プロセッサ３
１０は、データ・パケットを受け取り、それぞれのパケットを処理し（例えば、符号化し
、インターリーブし、そしてシンボル・マップし）、そしてデータ・シンボルを生成する
。パケットは、転送ブロック、フレーム等々とも呼ばれる。データ・シンボルは、データ
のためのシンボルであり、パイロット・シンボルは、パイロットのためのシンボルであり
、そしてパイロットは、端末と基地局双方によって先験的に知られているデータである。
データ・シンボルとパイロット・シンボルは、ＰＳＫ、ＱＡＭ又は何か他の変調方式に対
する信号コンステレーションからの変調シンボルであることが出来る。ＴＸデータ・プロ
セッサ３１０は、又それぞれのパケットに、該パケットが正しく復号されるか誤って復号
されるかを判定するために使用される巡回冗長検査（cyclic redundancy check）（ＣＲ
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Ｃ）値を添付する。ＣＤＭＡ変調器３２０は、データ・シンボルとパイロット・シンボル
を処理して、送信機（transmitter）（ＴＭＴＲ）３３０に出力チップを供給する。送信
機３３０は、該出力チップを処理して（例えば、アナログへ変換し、増幅し、フィルタ処
理し、及び周波数アップコンバートして）、アンテナ３３２から送信される上り回線信号
を生成する。
【００２２】
　基地局１１０では、アンテナ３５２は、直接及び／又は反射経路を介して端末１２０か
らの上り回線信号を他の端末からのと同様に受信する。アンテナ３５２は、受信信号を受
信機（receiver）（ＲＣＶＲ）３５４に供給する。受信機３５４は、該受信信号を処理し
て（例えば、フィルタ処理し、増幅し、周波数ダウンコンバートし、及びディジタル化し
て）、入力サンプルをＲＸプロセッサ３６０に供給する。ＲＸプロセッサ３６０の内部で
は、ＣＤＭＡ復調器（demodulator）（Ｄｅｍｏｄ）３６２は、入力サンプルを処理して
、端末１２０によって送られたデータ・シンボルの推定値である検出されたシンボルを供
給する。ＣＤＭＡ復調器３６２は、レーキ受信機及び／又は等化器を実装することが出来
て、それ等の各々は、複数の信号経路からのエネルギーを統合することが出来る。ＲＸデ
ータ・プロセッサ３６４は、該検出シンボルを処理して（例えば、シンボル・デマップし
、デインターリーブし、及び復号して）、復号データを供給する。一般に、ＣＤＭＡ復調
器３６２とＲＸデータ・プロセッサ３６４による処理は、それぞれ端末１２０におけるＣ
ＤＭＡ変調器３２０とＴＸデータ・プロセッサ３１０による処理に相補的である。
【００２３】
　制御器／プロセッサ３４０及び３７０は、それぞれ端末１２０及び基地局１１０におけ
る種々の処理ユニットの動作を命令する。メモリ３４２及び３７２は、それぞれ端末１２
０及び基地局１１０に対するデータ及びプログラム・コードを記憶する。
【００２４】
　図４は、端末１２０におけるＣＤＭＡ変調器３２０のブロック図を示す。ＣＤＭＡ変調
器３２０の内部では、拡散器４１２は、チャネライゼーション・コードＣｄを用いてＤＰ
ＤＣＨに対するデータ・シンボルを拡散し、データ・チップを供給する。拡散器４１２は
、Ｎ個の複製シンボルを生成するためにそれぞれのデータ・シンボルを繰り返す、ここに
ＮはコードＣｄの長さである。拡散器４１２は、次に該Ｎ個の複製シンボルにＮチップの
コードＣｄを乗じて、該データ・シンボルに対するＮ個のデータ・チップを生成する。乗
算器４１４は、拡散器４１２の出力にＤＰＤＣＨに対する利得係数βｄを乗ずる。乗算器
４１６は、乗算器４１４の出力に、＋１又はｊであることが出来るｉｑｄを乗じて、ＤＰ
ＤＣＨに対してチップを供給する。拡散器４２２は、チャネライゼーション・コードＣｃ

を用いてＤＰＣＣＨに対するパイロット・シンボルと制御シンボルを拡散する。乗算器４
２４は、拡散器４２２の出力にＤＰＣＣＨに対する利得係数βｃを乗ずる。乗算器４２６
は、乗算器４２４の出力にｉｑｃ＝ｊを乗じて、ＤＰＣＣＨに対してチップを供給する。
【００２５】
　拡散器４３２は、チャネライゼーション・コードＣｅｄを用いてＥ－ＤＰＤＣＨに対す
るデータ・シンボルを拡散する。乗算器４３４は、拡散器４３２の出力にＥ－ＤＰＤＣＨ
に対する利得係数βｅｄを乗ずる。乗算器４３６は、乗算器４３４の出力にｉｑｅｄ＝＋
１又はｊを乗じて、Ｅ－ＤＰＤＣＨに対してチップを供給する。拡散器４４２は、チャネ
ライゼーション・コードＣｅｃを用いてＥ－ＤＰＣＣＨに対する制御シンボルを拡散する
。乗算器４４４は、拡散器４４２の出力にＥ－ＤＰＣＣＨに対する利得係数βｅｃを乗ず
る。乗算器４４６は、乗算器４４４の出力にｉｑｅｃ＝＋１を乗じて、Ｅ－ＤＰＣＣＨに
対してチップを供給する。
【００２６】
　加算器４４８は、乗算器４１６、４２６、４３６及び４４６からのチップを加算して、
複素値チップを供給する。スクランブラ４５０は、加算器４４８の出力に端末１２０に対
するスクランブル・コードＳｄｐｃｈ，ｎを乗じて、出力チップを供給する。
【００２７】
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　一般に０又は１以上のＤＰＤＣＨ及び０又は１以上のＥ－ＤＰＤＣＨが同相（inphase
）（Ｉ）パス（path）及び直交相（quadrature）（Ｑ）パスのそれぞれの上で送られるこ
とが出来る。それぞれのＤＰＤＣＨは、それぞれ９６０～１５ｋｂｐｓに対応する、長さ
４～２５６チップを有する異なるチャネライゼーション・コードＣｄを用いて拡散される
。それぞれのＥ－ＤＰＤＣＨは、それぞれ１９２０又は９６０ｋｂｐｓに対応する、長さ
２又は４チップを有する異なるチャネライゼーション・コードＣｅｄを用いて拡散される
。ＤＰＣＣＨはＱパス上で送られ、そして２５６チップのチャネライゼーション・コード
Ｃｃを用いて拡散される。ＤＰＣＣＨは、各スロットにおいて１０シンボルを搬送し、そ
してパイロット・フィールドは、３～８パイロット・シンボルを搬送することが出来る。
Ｅ－ＤＰＣＣＨは、Ｉパス上で送られ、そして２５６チップのチャネライゼーション・コ
ードＣｅｃを用いて拡散される。
【００２８】
　利得係数βｄ及びβｅｄは、トラヒック・データのために使用する送信出力の大きさを
決定する。利得係数βｃ及びβｅｃは、パイロット・データと制御データのために使用す
る送信出力の大きさを決定する。トラヒック対パイロット比（traffic-to-pilot）（Ｔｔ
ｏＰ）は、トラヒック強度のパイロット強度に対する比であって、ＴｔｏＰ＝２０・ｌｏ
ｇ１０（βｄ／βｃ）或いは２０・ｌｏｇ１０（βｅｄ／βｅｃ）、としてデシベル（ｄ
Ｂ）の単位で与えられることが出来る。トラヒック対パイロット比は、一般的には良好な
チャネル推定性能を達成するために選択され、例えば０から２０ｄＢの範囲を取り得る。
【００２９】
　基地局１１０は、端末１２０に対する上り回線チャネルの応答を該端末によって送られ
たパイロット・シンボル及び／又はデータ・シンボルに基づいて推定することが出来る。
基地局１１０は、図４で示される様な符号分割多重を用いて送られることが出来る、パイ
ロット・シンボルを用いてパイロットに基づくチャネル推定値を得ることが出来る。基地
局１１０は、例えばパケットが首尾よく復号された後に、データ・シンボルを用いてデー
タに基づくチャネル推定値を得ることが出来る。
【００３０】
　一般に、チャネル推定性能は、２つの競合因子－雑音抑制とチャネル・トラッキング－
によって影響される。ゆっくりと変動するチャネルに対しては、可能な限り多数のシンボ
ルを用いてチャネル推定値を得ることが望ましい、というのは、チャネル利得がゆっくり
変動し、そして、チャネル推定値の品質は、一般的にはより多くのシンボルを使用するこ
とによって向上するからである。速いフェージング・チャネルに対しては、より少ないシ
ンボルを用いてチャネル推定値を得ることが望ましい、というのは、チャネル変動がコヒ
ーレントに結合されることが出来るシンボル個数を制限するからである。同様に、低いＳ
ＮＲのチャネルに対してはより多くのシンボルを用い、高いＳＮＲのチャネルに対しては
より少ないシンボルを用いて、チャネル推定値を得ることが望ましい。
【００３１】
　例示的な実施形態では、チャネル推定値は、種々の異なるチャネル状態に対して設計さ
れた種々の異なるチャネル推定フィルタを用いて得られる。チャネル状態は、ＳＮＲ、モ
ビリティ、フェージング、及び／又はその他の因子によって定量化されることが可能であ
って、下記に説明されるように明示的又は黙示的に決定されることが可能である。
【００３２】
　チャネル推定フィルタは、種々の設計を用いて実現されることが出来る。例示的な実施
形態では、チャネル推定フィルタは、下記のような、有限インパルス応答（finite impul
se response）（ＦＩＲ）フィルタを用いて実現される。
【数１】

【００３３】
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ここに、Ｈ∧（ｎ，ｋ）はスロットｎにおけるタップｋに対する初期チャネル利得推定値
、
　　　　Ｗｍ（ｉ，ｋ）はチャネル推定フィルタｍのスロットｉにおけるタップｋに対す
るフィルタ係数、
　　　　Ｈ～

ｍ（ｎ，ｋ）はフィルタｍに関するスロットｎにおけるタップｋに対するフ
ィルタ処理されたチャネル利得推定値、及び
　　　　Ｌｍはフィルタｍの長さである。
【００３４】
　別の例示的な実施形態では、チャネル推定フィルタは、下記のような、無限インパルス
応答（infinite impulse response）（ＩＩＲ）フィルタを用いて実現される。
【数２】

【００３５】
ここにαｍは平均化の量を決定する係数である。大きな値のαｍは、より平均化を進める
ことに対応し、そして小さな値のαｍは、より平均化を抑えることに対応する。チャネル
推定フィルタは、その他の型のフィルタを用いて実現されることも可能である。
【００３６】
　Ｍ個の異なるチャネル推定フィルタがｍ＝１，．．．，Ｍに対して定められることが出
来る、ここに、Ｍ＞１である。ＦＩＲフィルタに対しては、それぞれのチャネル推定フィ
ルタは、固有のフィルタ長Ｌｍ及びフィルタ係数Ｗｍ（ｉ，ｋ）の固有の集合を有する。
Ｗｍ（ｉ，ｋ）がタップ指標ｋの関数となるように、異なるタップに対して異なる係数が
使用されることが可能である。それに代わって、Ｗｍ（ｉ）がタップ指標ｋの関数になら
ないように、同一の係数が全てのタップに対して使用されることが可能である。ＩＩＲフ
ィルタに対しては、それぞれのチャネル推定フィルタは、異なる係数αｍを有する。
【００３７】
　一般に、任意のチャネル状態に対して任意の個数のチャネル推定フィルタが定められる
ことが出来る。例示的な実施形態では、２つのチャネル推定フィルタがＦＩＲフィルタを
用いて実現される。第１フィルタは、２スロットの長さを有し、両方のスロットに対して
同一の係数を有する、即ち、Ｌ１＝２及びＷ１（０，ｋ）＝Ｗ１（１，ｋ）。第２フィル
タは、３又は４スロットの長さを有しそしてそれ等のスロットに対して異なる係数を有す
る。第１フィルタは、高ＳＮＲ、高モビリティ及び／又は高速フェージングに対して使用
されることが出来る。第２フィルタは、低ＳＮＲ、低モビリティ及び／又は低速フェージ
ングに対して使用されることが出来る。
【００３８】
　例示的な実施形態では、全ての利用可能なチャネル推定フィルタの中からフィルタ選定
基準に基づいて適切なチャネル推定フィルタが選択される。この基準は、ＳＮＲ，モビリ
ティ、フェージング及び／又はその他の因子に関係することが可能である。例示的な実施
形態では、該基準は、チャネル推定値がパイロット・シンボルに基づいて得られるか或い
はデータ・シンボルに基づいて得られるのかを指示する。別の例示的な実施形態では、該
基準は、トラヒック対パイロット比に対応する。出力制御機構は、パイロットＳＮＲが目
標ＳＮＲ、該目標は、－２０ｄＢ或いは何か他の値であることが出来る、に保持されるよ
うに送信出力を調整することが出来る。データＳＮＲは、パイロットＳＮＲとトラヒック
対パイロット比に基づいて決定されることが出来る。更に別の例示的な実施形態では、該
基準は、利用のために選択されるパケット・フォーマットに対応する。異なるパケット・
フォーマットは、異なる符号化率及び／又は変調方式と関連付けられることが出来て、信
頼性のある復号のために異なるＳＮＲを要求できる。更に別の例示的な実施形態では、該
基準は、受信パイロット・シンボル及び／又は受信データ・シンボルに基づいて決定され
るＳＮＲに対応する。更に別の例示的な実施形態では、該基準は、パイロット相関を用い
て或いは公知の何か他の方法で推定されるモビリティ（又はドップラー広がり）に関連す
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る。該基準は、その他の方法で定義されることも可能である。
【００３９】
　図５は、ＲＸプロセッサ３６０ａのブロック図であって、それは図３におけるＲＸプロ
セッサ３６０の例示的な実施形態である。ＲＸプロセッサ３６０ａの内部では、パイロッ
ト逆拡散器５１２は、（例えば、ＤＰＣＣＨに対するチャネライゼーション・コードＣｃ

を用いて）入力サンプルを逆拡散し、そして、逆拡散されたパイロット・シンボルを供給
する。ユニット５１４は、逆拡散されたパイロット・シンボル上で変調を除去してチャネ
ル利得推定値を供給する。チャネル推定フィルタ５１６は、チャネル利得推定値とフィル
タ選定基準を受け取る。フィルタ５１６は、該基準に基づいて全ての可能なフィルタの中
から適切なフィルタを選択する。フィルタ５１６は、次に該選択されたフィルタを用いて
、例えば、数式（１）又は（２）で示されるように、チャネル利得推定値をフィルタ処理
し、そして、パイロットに基づくチャネル推定値（pilot-based channel estimate）（Ｃ
ＨＰ）を供給する。
【００４０】
　データ逆拡散器５２２は、（例えば、ＤＰＤＣＨに対するチャネライゼーション・コー
ドＣｄ又はＥ－ＤＰＤＣＨに対するチャネライゼーション・コードＣｅｄを用いて）入力
サンプルを逆拡散し、逆拡散データ・シンボルを供給する。復調器／復号器５２４は、パ
イロットに基づくチャネル推定値を用いて逆拡散されたデータ・シンボル上でデータ検出
を実行し検出シンボルを求める。ユニット５２４は、該検出シンボルを更にデインターリ
ーブしそして復号して復号データを求める。ＣＲＣ検査器５２６は、それぞれの復号パケ
ットを検査し、そして、該パケットが正しく復号されたか誤って復号されたかを判定する
。
【００４１】
　図６は、ＲＸプロセッサ３６０ｂのブロック図であって、これは図３におけるＲＸプロ
セッサ３６０の別の例示的な実施形態である。ＲＸプロセッサ３６０ｂは、逆拡散器５１
２と５２２、パイロット変調除去ユニット５１４、チャネル推定フィルタ５１６、復調器
／復号器５２４、及びＣＲＣ検査器５２６を含み、これ等は図５に対して上に説明された
ように動作する。
【００４２】
　もしパケットが正しく復号されるならば、その場合符号器／変調器５２８は、端末１２
０と同様な方法で該復号パケットを処理し（例えば、符号化し、インターリーブし、そし
て変調し）、そして再生成されたデータ・シンボルを供給する。ユニット５３４は、該再
生成データ・シンボルを用いて該逆拡散されたデータ・シンボル上の変調を除去し、デー
タに基づくチャネル利得推定値Ｈ∧

ｄ（ｎ，ｋ）を供給する。チャネル推定フィルタ５３
６は、該チャネル利得推定値Ｈ∧

ｄ（ｎ，ｋ）をフィルタ処理し、データに基づくチャネ
ル推定値（data-based channel estimate）（ＣＨＤ）を供給する。ユニット５３４から
の該チャネル利得推定値Ｈ∧

ｄ（ｎ，ｋ）は、正しく復号されて再符号化された多数のデ
ータ・シンボルから得られることが出来て、従って、ユニット５１４からのパイロットに
基づくチャネル利得推定値Ｈ∧

ｐ（ｎ，ｋ）よりも信頼性が高いと言える。従って、フィ
ルタ５３６は、高ＳＮＲに対して良好な性能を与えることが出来るフィルタを実現するこ
とが出来る。
【００４３】
　結合器５３８は、フィルタ５１６からパイロットに基づくチャネル推定値ＣＨＰを、そ
して、フィルタ５３６からデータに基づくチャネル推定値ＣＨＤを受け取る。結合器５３
８は、２つのチャネル推定値のうちの１つを選択することが出来る、或いは２つのチャネ
ル推定値を結合することが出来る。結合器５３８は、もしある一定の基準が満たされるな
らば、データに基づくチャネル推定値を供給することが可能で、その他の場合はパイロッ
トに基づくチャネル推定値を供給することが可能である。例えば、結合器５３８がデータ
に基づくチャネル推定値を供給することが可能なのは、もしそれが利用可能であって無効
になってない（例えば、事前に決定された数のスロット内で得られる）場合、もしトラヒ
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ック対パイロット比が特定の閾値を超える場合、等々である。結合器５３８は、例えばも
しトラヒック対パイロット比がある特定の範囲内にある場合、パイロットに基づくチャネ
ル推定値とデータに基づくチャネル推定値とを結合することも出来る、そしてその他の場
合は、結合不可とすることが出来る。結合すべきか結合すべきでないかに関する判断は、
２つのチャネル推定値の品質に基づいて行われ、これはトラヒック対パイロット比から結
論を下されることが出来る。もしパイロットとデータのＳＮＲが同程度であれば２つのチ
ャネル推定値を結合することによって、もし該ＳＮＲが十分に異なるならば良い方のチャ
ネル推定値を利用することによって、良好な性能が達成されることが出来る。結合器５３
８は、パイロットに基づくチャネル推定値とデータに基づくチャネル推定値を（例えば、
該チャネル推定値のＳＮＲに基づいて）重み付けして、次に該重み付けされたチャネル推
定値を結合することが出来る。結合器５３８は、パイロットに基づくチャネル推定値とデ
ータに基づくチャネル推定値の重み付けされない平均を実行することも可能である。何れ
にせよ、結合器５３８は、復調器／復号器５２４に対してチャネル推定値を供給する。
【００４４】
　基地局１１０は、複数の端末から上り回線伝送を受信できる。例示的な実施形態では、
基地局１１０は、例えば図５又は図６で示される様に、受信機３５４からの入力サンプル
を各端末に対して独立に処理して、該端末からの上り回線伝送を復元する。この例示的な
実施形態では、それぞれの端末からの上り回線伝送は、他の端末への干渉として作用する
。
【００４５】
　別の例示的な実施形態では、基地局１１０は、干渉キャンセルを利用して上り回線伝送
を復元する。この例示的な実施形態では、基地局１１０は、受信機３５４からの入力サン
プルを処理して１つの端末からの上り回線伝送を復元し、この端末起因の干渉を推定し、
そして入力サンプルから該干渉を減算して次の端末に対する入力サンプルを求める。基地
局１１０は、それぞれの残りの端末からの上り回線伝送を同様な方法で復元することが出
来る。首尾よく復号された端末からの干渉を除去することによって、後に復元される端末
に対してより高いＳＮＲが達成され得る。
【００４６】
　図７は、ＲＸプロセッサ３６０ｃのブロック図であって、該プロセッサは、干渉キャン
セルを実行しそして図３のＲＸプロセッサ３６０の更に別の例示的な実施形態である。Ｒ
Ｘプロセッサ３６０ｃは、逆拡散器５１２と５２２、変調除去ユニット５１４と５３４、
チャネル推定フィルタ５１６と５３６、結合器５３８、復調器／復号器５２４、ＣＲＣ検
査器５２６、及び符号器／変調器５２８を含み、これ等は、下記の相違点に関するものを
除いて図６に対して上に説明されたものと同様に動作する。第１に、逆拡散器５１２と５
２２は、端末ｕに対する入力サンプルを受け取る。これ等の入力サンプルは、端末ｕが復
元される最初の端末か否かに従って受信機３５４からの入力サンプルであることもないこ
とも可能である。第２に、チャネル推定フィルタ５１６は、（結合器５３８に代わって）
端末ｕに対するパイロットに基づくチャネル推定値、ＣＨＰｕ、を復調器／復号器５２４
に供給する。第３に、チャネル推定フィルタ５３６は、端末ｕに対するデータに基づくチ
ャネル推定値、ＣＨＤｕ、を供給する。
【００４７】
　もしパケットが端末ｕに対して正しく復号されるならば、次に符号器／変調器５２８は
、該復号パケットを処理して端末ｕに対する再生成データ・シンボルを供給する。ＣＤＭ
Ａ変調器５４０は、次に該再生成データ・シンボル（及び恐らくパイロット・シンボルと
制御シンボル）を拡散しそしてスクランブルし、そして端末ｕに対する出力チップ生成す
る。チャネル・エミュレータ５４２は、ＣＤＭＡ変調器５４０からの該出力チップ及び結
合器５３８からのチャネル推定値を受け取り、該チャネル推定値を用いて該出力チップを
畳み込み、そして端末ｕに対する干渉推定値を供給する。チャネル・エミュレータ５４２
は、端末ｕに対する無線チャネルの影響をシミュレートする。干渉減算ユニット５４４は
、端末ｕに対する入力サンプルから該干渉推定値を減算して次の端末ｕ＋１に対する入力
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サンプルを供給する。
【００４８】
　図７で示される例示的な実施形態では、フィルタ５３６からのデータに基づくチャネル
推定値ＣＨＤｕは、端末ｕに対する干渉推定値を得るために使用される。データに基づく
チャネル推定値は、図６で示されるものと同様な方法で、端末ｕに対する復調及び復号の
ためにも使用されることが出来る。例えば、パケットが正しく復号される場合は何時でも
、データに基づくチャネル推定値は、このパケットに対する再生成データ・シンボルから
得られて、現在のパケットに対する干渉推定のために次のパケットに対する復調／復号と
同様に使用される。
【００４９】
　結合器５３８は、図６に対して上記で説明された任意の基準及び／又は干渉キャンセル
に対して適用可能なその他の基準を用いて、パイロットに基づくチャネル推定値とデータ
に基づくチャネル推定値とを結合することが出来る。例えば、結合器５３８は、第１ステ
ージ又は最初の数ステージに対するパイロットに基づくチャネル推定値を供給することが
出来る。結合器５３８は、データに基づくチャネル推定値を供給することが出来る或いは
残りのステージに対してパイロットに基づくチャネル推定値とデータに基づくチャネル推
定値とを結合することが出来る。
【００５０】
　図７は、１つのステージにおける１つの端末に対する処理を示す。Ｕ個の端末は、それ
ぞれのステージで１つの端末ずつ、Ｕ個のステージで逐次的に処理されることが出来る。
第１ステージは、第１端末に対する受信機３５４からの入力サンプルを処理し、そして入
力サンプルを第２ステージに対して供給する。それぞれの後続のステージは、１つの端末
に対する先行ステージからの入力サンプルを処理し、そして次のステージに対する入力サ
ンプルを供給する。
【００５１】
　複数の端末は、並列干渉キャンセルを用いて処理されることも出来る。この場合、全て
の端末は、第１ラウンドで処理されることが出来る。第１ラウンドで首尾よく復号された
全ての端末からの干渉は、推定され入力サンプルから減算されることが出来る。次に第１
ラウンドで首尾よく復号されなかった端末は、干渉キャンセルされた入力サンプルを用い
て再度処理されることが出来る。該処理は、全ての端末が首尾よく復号されるまで、或い
は全ての首尾よく復号された端末からの干渉がキャンセルされてしまうまで、継続するこ
とが出来る。逐次的干渉キャンセルと並列的干渉キャンセルの組合せが実行されることも
可能である。この場合、複数の端末は、例えばそれ等のＳＮＲに基づいて、グループに編
成されることが出来る。該グループは、逐次的に処理されることが可能で、各グループ内
の端末は並列的に処理されることが可能である。
【００５２】
　干渉キャンセルに関しては、各端末のＳＮＲは、該端末が復元されるステージ／順序に
依存する。第１端末のＳＮＲは、最も劣る、というのは干渉が除去されなかったからであ
る。次の端末のＳＮＲは、より良好である、というのは第１端末からの干渉が除去された
からである。最後の端末のＳＮＲは、最も良好である、というのは全ての先行端末からの
干渉が除去されたからである。一般に、ＳＮＲは、端末が後に復元されるほど次第に向上
する。
【００５３】
　ＳＮＲの大きな変動が、チャネル推定値を得るために使用されるシンボル中に存在する
可能性がある。大きなＳＮＲ変動は、干渉キャンセル、及び／又はチャネル推定のために
、例えばパイロット・シンボルとデータ・シンボルのような、異なる型のシンボルを使用
すること、に起因することがあり得る。チャネル推定フィルタリングは、より高い品質の
チャネル推定値を求めるために、ＳＮＲの変動に適応されることが出来る。
【００５４】
　それぞれの端末に対するチャネル推定フィルタは、該端末に対するＳＮＲに基づいて選
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択されることが出来る。該ＳＮＲは、ステージ内の何処でフィルタが使用されるかという
ことと同様に該端末が復元されるステージ／順序に依存する。最も劣質なＳＮＲを持つ第
１端末に対しては、チャネル推定フィルタ５１６は、低ＳＮＲに対するものであり、そし
てチャネル推定フィルタ５３６は、低又は中間ＳＮＲに対するものであることが出来る。
それぞれの後続の端末に対して、フィルタ５１６と５３６は、次第により高いＳＮＲに対
するものであることが出来る。一般に、順次後続のステージに対するフィルタ５１６は、
次第により高いＳＮＲに対するものであることが出来る。順次後続のステージに対するフ
ィルタ５３６も又次第により高いＳＮＲに対するものであることが出来る。任意の所与の
ステージに対して、フィルタ５３６は、フィルタ５１６よりもより高いＳＮＲに対するも
のであることが出来る。各ステージに対して使用するための特定のフィルタは、利用可能
なすべてのチャネル推定フィルタの中から適切に選択されることが可能である。
【００５５】
　本明細書で説明されるチャネル推定技術は、ハイブリッド自動再送要求（hybrid autom
atic repeat request）（Ｈ－ＡＲＱ）を用いて送られるデータに対して使用されること
も出来る。Ｈ－ＡＲＱを用いて、送信機は、パケットが受信機によって正しく復号される
まで或いは該パケットに対して最大伝送数が送られるまで、パケットに対して１又は複数
の伝送を送る。Ｈ－ＡＲＱは、データ伝送の信頼性を改良し、チャネル状態に変動がある
場合にパケットに対するデータ速度適応をサポートする。Ｈ－ＡＲＱを用いて送られるパ
ケットに対して、復調器／復号器５２４は、該パケットに対する全ての伝送を記憶し、該
記憶された伝送を最新の伝送と結合し、そして該結合された伝送を復調しそして復号して
該パケットを復元することが出来る。異なるチャネル推定フィルタが、異なるＳＮＲと関
連付けられる可能性がある所与のパケットの異なる伝送に対して使用されることが出来る
。
【００５６】
　本明細書で説明されるチャネル推定技術は、単一入力・単一出力（single-input singl
e-output）（ＳＩＳＯ）伝送、単一入力・多重出力（single-input multiple-output）（
ＳＩＭＯ）伝送、多重入力・単一出力（multiple-input single-output）（ＭＩＳＯ）伝
送、及び多重入力・多重出力（multiple-input multiple-output）（ＭＩＭＯ）伝送に対
して使用されることが出来る。単一入力は、データ送信に対して１つの送信アンテナの使
用を指し、そして多重入力は、データ送信に対して複数の送信アンテナの使用を指す。単
一出力は、データ受信に対して１つの受信アンテナの使用を指し、そして多重出力は、デ
ータ受信に対して複数の受信アンテナの使用を指す。
【００５７】
　図８は、ＭＩＭＯ伝送のための送信機８１０と受信機８５０のブロック図を示す。下り
回線伝送に対しては、送信機８１０は、基地局１１０の一部であって、受信機８５０は、
端末１２０の一部であることが出来る。上り回線伝送に対しては、送信機８１０は、端末
１２０の一部であって、受信機８５０は、基地局１１０の一部であることが出来る。送信
機８１０は、複数（Ｔ個）の送信アンテナを装備する。受信機８５０は、複数（Ｒ個）の
受信アンテナを装備する。
【００５８】
　送信機８１０では、ＴＸデータ・プロセッサ８２０は、データ・パケットを処理してデ
ータ・シンボルのＳ個のストリームを生成する、ここに１≦Ｓ≦ｍｉｎ｛Ｔ，Ｒ｝。それ
ぞれのパケットは、１つのストリームで或いは複数のストリームにわたり送られることが
出来る。ＴＸ空間プロセッサ８２２は、パイロット・シンボルをデータ・シンボルと多重
化し、該多重化されたシンボルについて空間マッピングを行い、そしてＴ個の出力チップ
をＴ個の送信機８２４ａ～８２４ｔに供給する。それぞれの送信機８２４は、自身の出力
チップ・ストリームを処理して変調信号を生成する。送信機８２４ａ～８２４ｔからのＴ
個の変調信号は、それぞれアンテナ８２６ａ～８２６ｔから送信される。
【００５９】
　受信機８５０では、Ｒ個のアンテナ８５２ａ～８５２ｒが送信機８１０からの該変調信
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号を受信し、そして各アンテナ８５２は、受信信号をそれぞれの受信機８５４に供給する
。それぞれの受信機８５４は、自身の受信信号を処理して入力サンプルを供給する。ＲＸ
プロセッサ８６０の内部では、ＲＸ空間プロセッサ８６２が該入力サンプルについてＭＩ
ＭＯ検出を実行して、検出シンボルを供給する。ＲＸデータ・プロセッサ８６４は、該検
出シンボルを更に処理して（例えば、デインターリーブしそして復号して）、復号パケッ
トを供給する。
【００６０】
　制御器／プロセッサ８３０及び８７０は、それぞれ送信機８１０と受信機８５０の動作
を制御する。メモリ８３２と８７２は、それぞれ送信機８１０と受信機８５０に対するデ
ータとプログラム・コードを記憶する。
【００６１】
　図９は、ＲＸプロセッサ８６０ａのブロック図であって、該プロセッサは、図８におけ
るＲＸプロセッサ８６０の例示的な実施形態である。ＲＸプロセッサ８６０ａは、逐次干
渉キャンセル（successive interference cancellation）（ＳＩＣ）を用いて送信機８１
０からの伝送を復元する。
【００６２】
　第１ステージ９１０ａに関して、チャネル推定器９１２ａは、例えばパイロット・シン
ボルに基づいて、チャネル推定値ＣＨ１を得る。ＭＩＭＯ検出器９１４ａは、受信機８５
４ａ～８５４ｒからのＲ個の入力サンプル・ストリームについてＭＩＭＯ検出を行って、
復元される第１データ・ストリームに対して検出シンボルＤ１を供給する。ＭＩＭＯ検出
器９１４ａは、ゼロフォーシング（zero-forcing）（ＺＦ）、最小２乗平均誤差（minimu
m mean square error）（ＭＭＳＥ）、又は何か他のＭＩＭＯ検出方式を実装することが
出来る。復調器／復号器９１６ａは、該検出シンボルを復調し、デインターリーブしそし
て復号して復号パケットを得、更に該パケットが正しく復号されたか誤って復号されたか
を判定する。
【００６３】
　もし該パケットが正しく復号される場合、次に符号器／変調器９１８ａは、該パケット
を符号化し、インターリーブしそして変調してデータ・シンボルを再生成する。チャネル
推定器９２４ａは、再生成データ・シンボルと検出シンボルＤ１に基づいて、データに基
づくチャネル推定値ＣＨＤ１を得る。結合器９２６ａは、チャネル推定器９１２ａからの
チャネル推定値ＣＨ１とチャネル推定器９２４ａからのデータに基づくチャネル推定値Ｃ
ＨＤ１とを結合して、チャネル推定値ＣＨ２を供給する。干渉推定器９２０ａは、再生成
データ・シンボルとチャネル推定値ＣＨ２に基づいて該復号パケット起因の干渉を推定す
る。干渉減算ユニット９２２ａは、入力サンプルから該干渉推定値を減算して、次のステ
ージのための入力サンプルを供給する。
【００６４】
　それぞれの後続ステージは、該ステージのための該入力サンプルについての処理を先行
ステージからのチャネル推定値を用いて、第１ステージと同様な方法で、実行する。それ
ぞれのステージは、次のステージのための入力サンプルとチャネル推定値を供給する。
【００６５】
　ＳＮＲは、一般に後のステージに対して向上する。異なるチャネル推定フィルタが異な
るステージにおけるチャネル推定器９１２及び／又は９２４に対して使用されることが出
来て、これ等のステージに対するＳＮＲに基づいて選択されることが出来る。一般には、
順次後続のステージに対するフィルタ９２４は、次第により高いＳＮＲに対するものであ
ることが出来る。各ステージに対して使用される特定のフィルタは、利用可能な全てのチ
ャネル推定フィルタの中から適切に選択されることが出来る。
【００６６】
　図１０は、選択可能なチャネル推定フィルタを用いて信号を復元するための処理１００
０の例示的な実施形態を示す。フィルタ選定基準は、復元されるべき信号に対して決定さ
れる（ブロック１０１２）。該フィルタ選定基準は、パイロット・シンボル又はデータ・
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シンボルが該チャネル推定値を得るために使用されるかどうか、該信号に対するトラヒッ
ク対パイロット比、復元されるべき複数の信号の中で該信号が復元される順序、該信号の
ＳＮＲ、モビリティ、及び／又はその他の情報、に基づいて決定されることが出来る。チ
ャネル推定フィルタは、フィルタ選定基準に基づいて選択される（ブロック１０１４）。
異なる長さ及び／又は周波数応答を持つ複数のチャネル推定フィルタが、例えば異なるＳ
ＮＲ範囲に対して、利用可能である。好適なチャネル推定フィルタは、例えばフィルタ選
定基準により明示的又は黙示的に指示されるＳＮＲに基づいて、選択されることが出来る
。チャネル推定値が該選択されたチャネル推定フィルタを用いて得られる（ブロック１０
１６）。該信号は、次に該チャネル推定値を用いて復元される（ブロック１０１８）。
【００６７】
　図１１は、異なる複数のチャネル推定値を用いて信号を復元するための処理１１００の
例示的な実施形態を示す。第１チャネル推定値が、パイロット・シンボルに基づきそして
第１チャネル推定フィルタを用いて、得られる（ブロック１１１２）。第１パケットが第
１チャネル推定値を用いて復元される（ブロック１１１４）。第１パケットに対するデー
タ・シンボルが再生成される（ブロック１１１６）。第２チャネル推定値が、データ・シ
ンボルに基づきそして第２チャネル推定フィルタを用いて、得られる（ブロック１１１８
）。第３チャネル推定値が第１及び第２チャネル推定値に基づいて求められる（ブロック
１１２０）。第２チャネル推定値は、例えば、もし第２チャネル推定値の品質が第１チャ
ネル推定値の品質を、トラヒック対パイロット比によって決定されることが出来る、ある
事前に決定された量だけ凌駕するならば、第３チャネル推定値として供給されることが出
来る。第１チャネル推定値と第２チャネル推定値は、重み付けを付して或いは重み付けな
しで、結合されることが出来て、第３チャネル推定値として供給されることも可能である
。何れにせよ、第２パケットは、第３チャネル推定値を用いて復元される（ブロック１１
２２）。
【００６８】
　 図１２は、多重信号を復元するための処理１２００の例示的な実施形態を示す。第１
チャネル推定値が、第１フィルタの応答を有する第１チャネル推定フィルタを用いて、得
られる（ブロック１２１２）。第１信号が第１チャネル推定値を用いて復元される（ブロ
ック１２１４）。第１信号起因の干渉が推定され（ブロック１２１６）そして除去される
（ブロック１２１８）。第２チャネル推定値が、第１フィルタの応答とは異なる第２フィ
ルタの応答を有する第２チャネル推定フィルタを用いて、得られる（ブロック１２２０）
。第２信号が第２チャネル推定値を用いて復元される（ブロック１２２２）。
【００６９】
　ブロック１２１６に対して、第１信号が再生成されることが出来る。第３チャネル推定
値が、該再生成された第１信号に基づきそして第１フィルタの応答とは異なる第３フィル
タの応答を有する第３チャネル推定フィルタを用いて、得られる。第４チャネル推定値が
、第１及び第３チャネル推定値に基づいて、例えば（１）もしトラヒック対パイロット比
がある特定の範囲内であるならば第１及び第３チャネル推定値を結合することにより、又
は（２）その他の場合第１或いは第３チャネル推定値を第４チャネル推定値として供給す
ることにより、求められることが出来る。第１信号起因の干渉は、第４チャネル推定値を
用いて得られることが可能である。
【００７０】
　さらなる信号は、第２信号と同様な方法で復元されることが可能である。該信号は、異
なる送信機、例えば異なる端末、からのものであることが出来る。該信号は、ＭＩＭＯ伝
送における異なるデータ・ストリームに対応することもあり得る。
【００７１】
　当業者等は、情報と信号が任意の種々の異なる技術体系と個別技術を使用して表される
ことが出来ることを理解する。例えば、上述の説明全体に亘って参照されることが出来る
、データ、指示、命令、情報、信号、ビット、シンボル、及び、チップは、電圧、電流、
電磁波、磁場又は磁性粒子、光学的場又は光学粒子，或はこれ等の任意の組合せ、により
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表されることが可能である。
【００７２】
　当業者等は、更に、本明細書中で開示された例示的な諸実施形態と関連して説明された
種々の説明的な論理ブロック、モジュール、回路、及びアルゴリズム・ステップは、電子
ハードウェア、コンピュータ・ソフトウェア、或は両者の組合せとして実装されることが
可能であること、を認識する。ハードウェアとソフトウェアのこの交換可能性を明確に説
明するために、種々の説明的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、及びステップが
上記において一般にそれ等の機能性を表す言葉で説明された。このような機能性がハード
ウェアとして実装されるか或はソフトウェアとして実装されるかは、固有の応用及びシス
テム全体に課される設計上の制約に依存する。当業者等は、説明された機能性を各特別な
応用に対して種々の方法で実装することが出来る、しかし、そのような実装的な解決は、
本発明の範囲からの逸脱をもたらすので、説明されるべきではない。
【００７３】
　本明細書中で開示された例示的な諸実施形態と関連して説明された種々の説明的な論理
ブロック、モジュール、及び回路は、汎用プロセッサ、ディジタル信号処理装置（Digita
l Signal Processor）（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（Application Specific Integ
rated Circuit）（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（Field P
rogrammable Gate Array）（ＦＰＧＡ）或は他のプログラム可能な論理デバイス、ディス
クリート・ゲート（discrete gate）或はトランジスタ・ロジック（transistor logic）
、ディスクリート・ハードウェア部品（discrete hardware components）、或は本明細書
に記載された諸機能を実行するために設計されたそれ等の任意の組合せ、を用いて実装又
は実行されることが出来る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであって良い、しか
し、その代わりに、該プロセッサは、任意の通常のプロセッサ、制御器、マイクロ制御器
、或はステート・マシン（state machine）であって良い。プロセッサは、複数の計算デ
バイスの組合せ、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセ
ッサ、ＤＳＰコアと結合された１又は複数のマイクロプロセッサ、或は任意の他のこのよ
うな構成、として実装されることも可能である。
【００７４】
　本明細書中で開示された例示的な諸実施形態に関連して説明された方法或はアルゴリズ
ムのステップは、直接ハードウェアにおいて、プロセッサにより遂行されるソフトウェア
・モジュールにおいて、或は両者の組合せにおいて、具体化されることが可能である。ソ
フトウェア・モジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュ・メモリ（flash memory）、ＲＯ
Ｍメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハード・デイスク、リム
ーバブル・ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、或は公知の他の任意の形式の記憶媒体、中に常駐す
ることが出来る。例示的な記憶媒体は、プロセッサと通信し（例えば、接続されている）
、従ってプロセッサは、該記憶媒体から情報を読み出し、そこに情報を書き込むことが出
来る。それに代わって、該記憶媒体は、プロセッサと統合されることも出来る。プロセッ
サと記憶媒体は、ＡＳＩＣの中に常駐することが可能である。該ＡＳＩＣは、利用者端末
の中に常駐することが出来る。それに代わって、プロセッサと記憶媒体は、利用者端末中
で個別的部品として常駐することが可能である。
【００７５】
　開示された例示的な諸実施形態の前記の説明は、当業者の誰もが本発明を作る或は利用
することを可能にするために提供されている。これ等の例示的な諸実施形態への種々の変
更は、当業者等には容易に明白であり、そして、本明細書中で定義される包括的な諸原理
は、本発明の精神或は範囲を逸脱することなく、他の例示的な諸実施形態に適用されるこ
とが出来る。かくして、本発明は、本明細書中に示される例示的な諸実施形態に限定され
るようには意図されておらず、本明細書で開示された原理及び新規性と首尾一貫する最も
広い範囲を認容されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
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【図１】図１は、無線通信システムを示す。
【図２】図２は、Ｗ－ＣＤＭＡにおけるフレーム・フォーマットとスロット・フォーマッ
トを示す。
【図３】図３は、基地局と端末のブロック図を示す。
【図４】図４は、端末におけるＣＤＭＡ変調器のブロック図を示す。
【図５】図５は、基地局における受信（ＲＸ）プロセッサのブロック図を示す。
【図６】図６は、パイロット・シンボルとデータ・シンボルに対して異なるチャネル推定
フィルタを持つＲＸプロセッサのブロック図を示す。
【図７】図７は、干渉キャンセラを持つＲＸプロセッサのブロック図を示す。
【図８】図８は、ＭＩＭＯ伝送のための送信機と受信機のブロック図を示す。
【図９】図９は、干渉キャンセラを持つＲＸプロセッサのブロック図を示す。
【図１０】図１０は、信号を復元するための処理を示す。
【図１１】図１１は、異なる複数のチャネル推定値を用いて信号を復元するための処理を
示す。
【図１２】図１２は、多重信号を復元するための処理を示す。
【符号の説明】
【００７７】
　１1０…基地局、１２０…端末、３３２、３５２…アンテナ、３６０…ＲＸプロセッサ
、４１４、４１６、４２４、４２６、４３４、４３６、４４４、４４６…乗算器、４４８
…加算器、８２６、８５２…アンテナ、８６０…ＲＸプロセッサ、１０００…選択可能な
チャネル推定フィルタを用いる信号復元処理、１１００…異なる複数のチャネル推定値を
用いる信号復元処理、１２００…多重信号復元処理。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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